
静岡県保健医療計画

医療救護①（救護病院）

・記載区分 指定等
「救護病院」
（重症患者や中等症患者の処置及び受け入れをするために、市町が指定）

○　災害時における「医療救護」を担う医療機関（救護病院）
２次保健医療圏 医療機関名

1 賀茂 下田メディカルセンター
2 賀茂 公益社団法人地域医療振興協会伊豆今井浜病院
3 賀茂 伊豆東部病院
4 賀茂 医療法人社団健育会熱川温泉病院
5 賀茂 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
1 熱海伊東 医療法人社団伊豆七海会熱海所記念病院
2 熱海伊東 医療法人社団陽光会南あたみ第一病院
3 熱海伊東 国際医療福祉大学熱海病院
1 駿東田方 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター
2 駿東田方 静岡県立静岡がんセンター
3 駿東田方 沼津市立病院
4 駿東田方 裾野赤十字病院
5 駿東田方 伊豆赤十字病院
6 駿東田方 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院
7 駿東田方 独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院
8 駿東田方 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院
9 駿東田方 伊豆保健医療センター

10 駿東田方 医療法人社団真養会きせがわ病院
11 駿東田方 医療法人社団親和会西島病院
12 駿東田方 瀬尾記念・慶友病院
13 駿東田方 医療法人社団志仁会三島中央病院
14 駿東田方 医療法人社団福仁会三島東海病院
15 駿東田方 医療法人社団宏和会岡村記念病院
16 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院
17 駿東田方 ＮＴＴ東日本伊豆病院
18 駿東田方 池田病院
19 駿東田方 自衛隊富士病院
20 駿東田方 公益社団法人有隣厚生会東部病院
21 駿東田方 公益社団法人有隣厚生会富士病院
22 駿東田方 公益社団法人有隣厚生会富士小山病院
23 駿東田方 医療法人社団駿栄会御殿場石川病院
24 駿東田方 医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院
1 富士 共立蒲原総合病院
2 富士 富士市立中央病院
3 富士 一般財団法人富士脳障害研究所附属病院
4 富士 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院
5 富士 医療法人社団富士恵仁会フジヤマ病院
6 富士 芦川病院
7 富士 富士いきいき病院
8 富士 医療法人社団秀峰会川村病院
9 富士 医療法人財団百葉の会湖山リハビリテーション病院

10 富士 医療法人社団喜生会新富士病院
11 富士 富士整形外科病院

【８】　災害医療



静岡県保健医療計画

○　災害時における「医療救護」を担う医療機関（救護病院）
２次保健医療圏 医療機関名

1 静岡 静岡県立こども病院
2 静岡 静岡県立総合病院
3 静岡 静岡市立静岡病院
4 静岡 静岡市立清水病院
5 静岡 静岡赤十字病院
6 静岡 静岡済生会総合病院
7 静岡 ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院
8 静岡 ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院
9 静岡 独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院

10 静岡 静岡徳洲会病院
1 志太榛原 島田市総合医療センター（旧：島田市民病院）
2 志太榛原 焼津市立総合病院
3 志太榛原 藤枝市立総合病院
4 志太榛原 榛原総合病院
5 志太榛原 社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院
6 志太榛原 岡本石井病院
7 志太榛原 医療法人社団平成会藤枝平成記念病院
1 中東遠 磐田市立総合病院
2 中東遠 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
3 中東遠 市立御前崎総合病院
4 中東遠 菊川市立総合病院
5 中東遠 公立森町病院
6 中東遠 新都市病院
1 西部 市立湖西病院
2 西部 医療法人浜名会浜名病院
3 西部 独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院
4 西部 浜松医科大学医学部附属病院
5 西部 独立行政法人国立病院機構天竜病院
6 西部 浜松医療センター
7 西部 浜松市リハビリテーション病院
8 西部 浜松市国民健康保険佐久間病院
9 西部 浜松赤十字病院

10 西部 ＪＡ静岡厚生連遠州病院
11 西部 浜松北病院
12 西部 医療法人社団松愛会松田病院
13 西部 すずかけセントラル病院
14 西部 医療法人社団綾和会浜松南病院
15 西部 十全記念病院
16 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院
17 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

83機関



静岡県保健医療計画

医療救護②（災害拠点病院等）

・記載区分 指定等
「災害拠点病院」
（平成24年3月21日付け厚生省健康政策局長通知「災害時における
医療体制の充実強化について」に基づき県が指定）

「災害拠点精神科病院」
（令和元年６月20日付け厚生労働省医政局長及び社会・援護局障害
保健福祉部長連名通知「災害拠点精神科病院の整備について」に
基づき県が指定）

○　災害時における「医療救護」を担う医療機関（災害拠点病院）
２次保健医療圏 医療機関名
賀茂 ―

1 熱海伊東 伊東市民病院
2 熱海伊東 国際医療福祉大学熱海病院
1 駿東田方 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター
2 駿東田方 沼津市立病院
3 駿東田方 独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院
4 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院
1 富士 富士宮市立病院
2 富士 富士市立中央病院
1 静岡 静岡県立総合病院
2 静岡 静岡市立静岡病院
3 静岡 静岡市立清水病院
4 静岡 静岡赤十字病院
5 静岡 静岡済生会総合病院
1 志太榛原 島田市立総合医療センター
2 志太榛原 焼津市立総合病院
3 志太榛原 藤枝市立総合病院
1 中東遠 磐田市立総合病院
2 中東遠 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
1 西部 浜松医科大学医学部附属病院
2 西部 浜松医療センター
3 西部 浜松赤十字病院
4 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院
5 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

23機関

○　災害時における「医療救護」を担う医療機関（災害拠点精神科病院）
２次保健医療圏 医療機関名

1 駿東田方 沼津中央病院
1 静岡 静岡県立こころの医療センター
1 西部 神経科浜松病院
2 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

4機関

【８】　災害医療



静岡県保健医療計画

医療救護③（応援派遣）

・記載区分 指定等
「静岡ＤＭＡＴ指定病院」
（平成18年4月7日付け厚生労働省医政局指導課長通知
「日本ＤＭＡＴ活動要領について（通知）」に基づく
 ＤＭＡＴ指定医療機関として県が指定）

「応援班設置病院」
（静岡県医療救護計画に基づき県が指定）

○　災害時における医療の「応援派遣」を担う医療機関
区分 ２次保健医療圏 医療機関名

1 熱海伊東 伊東市民病院

2 熱海伊東 国際医療福祉大学熱海病院

3 駿東田方 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

4 駿東田方 沼津市立病院

5 駿東田方 独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院

6 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院

7 富士 富士宮市立病院

8 富士 富士市立中央病院

9 静岡 静岡県立総合病院

10 静岡 静岡市立静岡病院

11 静岡 静岡市立清水病院

12 静岡 静岡赤十字病院

13 静岡 静岡済生会総合病院

14 志太榛原 島田市立総合医療センター

15 志太榛原 焼津市立総合病院

16 志太榛原 藤枝市立総合病院

17 中東遠 磐田市立総合病院

18 中東遠 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター

19 西部 浜松医科大学医学部附属病院

20 西部 浜松医療センター

21 西部 浜松赤十字病院

22 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

23 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

1 熱海伊東 国際医療福祉大学熱海病院

2 熱海伊東 伊東市民病院

3 駿東田方 沼津市立病院

4 駿東田方 独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院

5 駿東田方 裾野赤十字病院

6 駿東田方 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院

7 駿東田方 ＮＴＴ東日本伊豆病院

8 駿東田方 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

9 駿東田方 静岡県立静岡がんセンター

10 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院

11 富士 富士宮市立病院

12 富士 富士市立中央病院

13 富士 共立蒲原総合病院

【８】　災害医療

静岡
ＤＭＡＴ
指定病院

応援班
設置病院

（普通班）



静岡県保健医療計画

○　災害時における医療の「応援派遣」を担う医療機関
区分 ２次保健医療圏 医療機関名

14 静岡 静岡県立総合病院

15 静岡 静岡県立こども病院

16 静岡 静岡市立静岡病院

17 静岡 静岡市立清水病院

18 静岡 静岡赤十字病院

19 静岡 静岡済生会総合病院

20 静岡 ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院

21 静岡 独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院

22 静岡 ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院

23 志太榛原 島田市立総合医療センター

24 志太榛原 焼津市立総合病院

25 志太榛原 藤枝市立総合病院

26 志太榛原 榛原総合病院

27 中東遠 磐田市立総合病院

28 中東遠 市立御前崎総合病院

29 中東遠 菊川市立総合病院

30 中東遠 公立森町病院

31 西部 ＪＡ静岡厚生連遠州病院

32 西部 浜松医療センター

33 西部 浜松赤十字病院

34 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

35 西部 浜松医科大学医学部附属病院

36 西部 独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院

37 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

38 西部 市立湖西病院

1 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院

2 駿東田方 ＮＴＴ東日本伊豆病院

3 静岡 静岡県精神保健福祉センター

4 静岡 静岡県立こころの医療センター

5 中東遠 菊川市立総合病院

6 西部 浜松医科大学医学部附属病院

7 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

応援班
設置病院

（普通班）

応援班
設置病院

（精神科班）


